
事業名 内　　容

4月 2日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

4月 6日 サービス担当者会議 石川生活相談員

4月 6日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

4月 11日 サービス担当者会議 石川生活相談員

4月 11日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

4月 13日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

4月 14日 曙笑談会（サロン）見学 曙会館　見付主事

4月 17日 判定会議 長谷川主任

4月 19日 コグニの集い
駅交流センター
見付主事、猪股第3層コーディネーター

4月 20日 ふれあい交流会打ち合わせ 大久保会長、長谷川主任、ボランティア14名

4月 20日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

4月 21日 学習療法白熱教室
札幌市
北海道シンポジウム参加、見付主事

4月 23日 さくら家訪問
さくら家　見付主事
地域サロン立ち上げについて打ち合わせ

4月 25日 サービス担当者会議 石川生活相談員

4月 26日 ふれ愛クラブボランティア打ち合わせ ボランティア10名・木村局長、佐藤事務員

4月 26日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

4月 26日 ふれあい交流会食器洗い ボランティア10名

4月 26日
平成３０年度第１回ボランティア運営委員会兼は
つらつ協議体会議

さわやか
木村局長、長谷川主任、見付主事

4月 30日 さくら家訪問
さくら家　見付主事
地域サロン立ち上げについて打ち合わせ

5月 2日
はつらつ楽習！脳の健康教室
打ち合わせ

さわやか
くもん担当者1名、見付主事

5月 9日 第１回ふれあい交流会（1・2班合同野外昼食会）

参加者29名・ボランティア24名
佐々木部長、健康福祉課3名、健康福祉セン
ター2名、
福井副会長、社協職員5名

5月 10日 三者連絡会議 さわやか、木村局長、長谷川主任、見付主事

5月 14日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

平成30年度　洞爺湖町社会福祉協議会　事業報告

実施日



事業名 内　　容

平成30年度　洞爺湖町社会福祉協議会　事業報告

実施日

5月 15日 エコキャップ搬送
苫小牧市
洞爺湖町役場皆見次長、長谷川主任、
見付主事

5月 15日 判定会議 長谷川主任

5月 16日 第2回ふれあい交流会(１班)
参加者20名、ボランティア19名、長谷川主任、
見付主事

5月 16日 ふる里の丘運営推進会議 近藤主事

5月 17日 コグニの集い
駅交流センター
見付主事、猪股第3層コーディネーター

5月 17日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

5月 18日 社協監査 監事　2名、木村局長、猪股係長

5月 22日 サービス担当者会議 武田サービス担当責任者

5月 23日 第2回ふれあい交流会(2班)
参加者18名、ボランティア18名、長谷川主任、
見付主事

5月 23日 伊達地区安全運転管理者協会総会 伊達市　木村局長

5月 23日 ふれ愛クラブ食事ボランティア研修 食事ボランティア6名

5月 23日 サービス担当者会議 石川生活相談員

5月 24日 第1回ふれ愛クラブ 参加者18名・ボランティア14名・事務局

5月 25日 社協第１回理事会

大久保会長、副会長1名、理事7名、監事2名
議　題
報告第１号　専決事項（洞爺湖町社会福祉協
                 議会就業規程の一部改正）につ
                 いて
報告第２号　専決事項（洞爺湖町社会福祉協
                議会職員給与規程の一部改正）
                について
報告第３号　専決事項（洞爺湖町社会福祉協
                議会嘱託及び臨時職員規程の
                一部改正）について
報告第４号　専決事項（洞爺湖町指定訪問介
                護・指定予防訪問介護・第１号
                訪問事業所運営規程の一部改
                正）について
議案第1号　平成２９年度一般会計補正予算
                （第４号）について
報告第５号　専決事項（平成２９年度福祉金
            庫貸付事業不能欠損処分）について
報告第６号　職務執行状況の報告について
議案第２号　平成２９年度事業報告について
議案第３号　平成２９年度一般会計収支決算
                について
報告第7号　監査報告
議案第４号　純資産の変更について
議案第５号　平成３０年度一般会計補正予算
                （第１号）について
議案第６号　欠員による理事候補者の選定に
                ついて
議案第７号欠員による評議員の推薦について
議案第８号　評議員選任・解任委員会の招集
                について
議案第９号　定時評議員会の招集について



事業名 内　　容

平成30年度　洞爺湖町社会福祉協議会　事業報告

実施日

5月 30日 第3回ふれあい交流会(1班
参加者20名、ボランティア17名、長谷川主任、
見付主事

6月 6日 第3回ふれあい交流会
参加者18名・ボランティア17名、長谷川主任、
見付主事

6月 7日 くもん学習療法見学
グループホーム雅の郷
見付主事、猪股第3層コーディネーター

6月 8日 評議員選任・解任委員会 選任・解任委員5名

6月 12日 判定会議 長谷川主任

6月 13日 第4回ふれあい交流会(1班)
参加者20名・ボランティア20名、長谷川主任、
見付主事

6月 15日 社協評議員会

大久保会長,副会長2名,評議員22名,監事2名
議　事
議案第1号　平成２９年度一般会計補正予算
　　　　　　　　（第４号）について
議案第２号　平成２９年度事業報告について
議案第３号　平成２９年度一般会計収支決算
　　　　　　　　について
報告第１号　監査報告
議案第４号　純資産の変更について
議案第５号　平成３０年度一般会計補正予算
　　　　　　　　（第１号）について
議案第６号　欠員による理事の選任について

6月 15日 本町5区サロン見学 長谷川主任、見付主事

6月
18日～
19日

全道市町村社協会長・事務局長研究協議会
札幌市
大久保会長、木村局長

6月 19日 ふれ愛クラブ食事ボランティア研修 食事ボランティア7名

6月 20日 第4回ふれあい交流会(2班)
参加者18名・ボランティア22名、長谷川主任、
見付主事

6月 20日 室蘭市役所・室蘭社協来所
さわやか
長谷川主任、見付主事

6月 20日 第2回ふれ愛クラブ 参加者19名・ボランティア14名・佐藤事務員

6月 21日 コグニの集い
駅交流センター
見付主事、猪股第3層コーディネーター

6月 22日
平成30年度第１回胆振地区社協連絡協議会理
事会並びに社協会長・事務局長会議

白老町　大久保会長

6月 22日 なかよしの家運営推進会議 なかよしの家　猪股係長

6月 26日 地域公共交通活性化協議会 役場防災研修ホール　木村局長

6月 26日 つどいお茶の間の会見学 洞爺ふるさと交流センター　見付主事

6月 26日 とうや湖ケアネットワーク協議会
さわやか
長谷川主任、見付主事

6月 27日 第5回ふれあい交流会(1班)
参加者18名・ボランティア22名、長谷川主任、
見付主事

6月 27日 くもん担当者来所 さわやか　　見付主事



事業名 内　　容

平成30年度　洞爺湖町社会福祉協議会　事業報告

実施日

6月 30日 地域食堂ほのぼの見学 地域交流センター　見付主事

7月 2日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

7月 3日
特別養護老人ホーム幸楽園に関わります入居判
定委員会

ふる里の丘総合福祉館　　木村局長

7月 4日 第5回ふれあい交流会（2班） 参加者20名・ボランティア22名・長谷川主任・見付主事

7月 5日 介護予防講演会 洞爺湖町役場　　長谷川主事・見付主事

7月 9日
胆振管内社協職員連絡協議会総会並びに第2
回地域に理解され支持される社協づくり研修

観光ホテル　　近藤主事

7月 9日 地区サロン訪問（清水サロン） 清水集会所　　見付主事

7月 9日 とうや小デイ訪問
とうや小1年生9名・教諭2名
石川生活相談員対応

7月 11日 第6回ふれあい交流会（1班）
参加者20名・ボランティア19名
長谷川主任・見付主事

7月 11日 デイサービスさくら家訪問 さくら家　　見付主事

7月 11日 とうや小デイ訪問
とうや小2年生10名・教諭2名　　石川生活相談
員

7月 12日 三者連絡会議 木村局長・長谷川主任・見付主事

7月 12日 地域カフェ開設の打合せ 旧カネムラ菓子店　　見付主事

7月 17日 判定会議 長谷川主任

7月 17日 地区サロン訪問（集いの広場） 入江4区集会所　　見付主事

7月 18日 第6回ふれあい交流会（2班） 参加者15名・ボランティア22名・長谷川主任

7月 18日 ふれ愛クラブ食事ボランティア研修 食事ボランティア4名

7月 19日 コグニの集い
駅交流センター　参加者9名
猪股第3層コーディネーター

7月 19日
第3回ふれ愛クラブ
（ふれあい交流会）

参加者18名・ボランティア14名・佐藤事務員

7月 20日
「平成30年7月豪雨災害」義援金募集に関する第
1回合同会議

洞爺湖町役場
大久保会長・木村局長・近藤主事

7月 25日 脳の健康教室サポーター研修会について打合せ 見付主事

7月 25日 第7回ふれあい交流会（1班）
参加者18名・ボランティア22名
長谷川主任・見付主事

8月 1日 デイサービスさくら家訪問 さくら家　　見付主事

8月 1日 洞爺湖町戦没者追悼式（虻田地区） あぶたふれ合いセンター　　木村局長

8月 3日
「平成30年7月豪雨災害」義援金募集に関する事
務打合せ

洞爺湖町役場　　近藤主事

8月 6日
地区サロン訪問
（つどいお茶の間の会）

洞爺ふるさと交流センター　　見付主事



事業名 内　　容

平成30年度　洞爺湖町社会福祉協議会　事業報告

実施日

8月 7日 地域包括ケアシステム会議 洞爺湖町役場　　見付主事

8月 7日 とうや子ども共和国の協力 社協職員9名

8月 8日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

8月 9日
第4回ふれ愛クラブ
（ふれあい交流会）

参加者13名・ボランティア11名・事務局

8月 10日
「平成30年7月豪雨災害」義援金募集に関する第
2回合同会議

洞爺湖町役場　　会長・局長・近藤主事

8月 14日 判定会議 猪股係長

8月 20日 社協監査 木村局長・猪股係長

8月 20日 高齢者運動会打合せ 木村局長・近藤

8月 20日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

8月 21日 はつらつ楽習！脳の健康教室サポーター研修
長谷川主任・見付主事・猪股第3層コーディ
ネーター

8月 21日 とうや湖ケアネットワーク協議会 見付主事

8月 22日 なかよしの家運営推進会議 木村局長

8月 22日 サービス担当者会議 石川生活相談員

8月 23日 コグニの集い
駅交流センター
参加者6名　見付主事

8月 23日 サービス担当者会議 石川生活相談員

8月 24日 サービス担当者会議 石川生活相談員

8月 27日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

8月 28日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

8月 31日 介護者の集い訪問 見付主事

8月 31日 はつらつ楽習！脳の健康教室打合せ
見付主事
※学習療法センターより2名来訪

9月 1日
ふる里の丘運営推進会議
ふる里の丘まつり

ふる里の丘総合福祉館　　木村局長

9月 4日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

9月 4日
はつらつ楽習！
脳の健康教室開講式

参加者13名・サポーター9名
木村局長・見付主事・猪股第3層コーディネーター

9月 5日 第7回ふれあい交流会（2班） 参加者18名・ボランティア20名・長谷川主任・見付主事



事業名 内　　容

平成30年度　洞爺湖町社会福祉協議会　事業報告

実施日

9月 6日 社協第2回理事会

大久保会長、副会長2名、理事6名、監事1名
議　題
報告第 8号　監査報告
報告第 9号　職務執行状況の報告について
報告第10号　専決事項「洞爺湖町指定訪問
　　　　　　　　護・指定介護予防訪問介護・第1
　　　　　　　　号訪問事業所運営規程の一部
　　　　　　　　改正」について
報告第11号　専決事項「洞爺湖町指定通所
　　　　　　　　介護・指定通所予防訪問介護・
　　　　　　　　第1号通所事業所運営規程の一
　　　　　　　　部改正」について

9月 10日 サービス担当者会議 石川生活相談員

9月 11日
母子家庭等就業・自立支援センター胆振地区関
係職員合同会議

室蘭市ハートフルセンタービル　　木村局長

9月 11日
第2回はつらつ楽習！
脳の健康教室

参加者12名・サポーター6名
見付主事・猪股第3層コーディネーター

9月 11日 判定会議 長谷川主任

9月 12日 第8回ふれあい交流会（1班） 参加者15名・ボランティア20名・長谷川主任・見付主事

9月 12日 ふれ愛クラブ食事ボランティア研修 食事ボランティア6名

9月 13日
第５回ふれ愛クラブ
（ふれあい交流会）

参加者17名・ボランティア14名・事務局

9月 13日 三者連絡会議 木村局長・長谷川主任・見付主事

9月
16日

～18日
胆振東部地震に係る被災地社協へ支援活動 むかわ町　　近藤主事

9月 18日
第3回はつらつ楽習！
脳の健康教室

参加者13名・サポーター5名
見付主事

9月 19日 第8回ふれあい交流会（2班） 参加者19名・ボランティア20名・長谷川主任・見付主事

9月 19日 安全運転管理者等講習 伊達市ホテルローヤル　　木村局長

9月 20日 胆振東部地震に係る被災地社協へ支援活動 むかわ町　　木村局長

9月 20日 コグニの集い
駅交流センター　参加者4名
見付主事・猪股第3層コーディネーター

9月
21日

～22日
胆振東部地震に係る被災地社協へ支援活動 むかわ町　　長谷川主任

9月 22日 あつまり処たんぽぽ（地域カフェ）見学 旧カネムラ菓子店　　見付主事

9月
23日

～24日
胆振東部地震に係る被災地社協へ支援活動 むかわ町　　見付主事

9月 25日
第4回はつらつ楽習！
脳の健康教室

参加者11名・サポーター5名
見付主事・猪股第3層コーディネーター

9月
25日

～26日
胆振東部地震に係る被災地社協へ支援活動 むかわ町　　猪股係長

9月 26日 第9回ふれあい交流会（1班） 参加者16名・ボランティア23名・長谷川主任・見付主事



事業名 内　　容

平成30年度　洞爺湖町社会福祉協議会　事業報告

実施日

9月 28日
特別養護老人ホーム幸楽園に関わります第2回
入居判定委員会

ふる里の丘総合福祉館　　近藤主事

9月 28日 グループホーム雅の郷苦情処理第三者委員会 グループホーム雅の郷　　木村局長

9月 29日 ゆうあいフェスティバル 清水友愛の里　　木村局長

１０月 ２日
第5回はつらつ楽習！
脳の健康教室

参加者12名・サポーター5名
見付主事

１０月 ３日 第9回ふれあい交流会（2班）
参加者15名・ボランティア18名長谷川主任・見
付主事

１０月 ５日 サービス担当者会議 石川生活相談員

１０月 ９日
第6回はつらつ楽習！
脳の健康教室

参加者10名・サポーター5名
見付主事・猪股第３層コーディネーター

１０月 ９日 第1回洞爺湖町地域自殺対策計画策定委員会 さわやか　猪股係長

１０月 ９日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

１０月 １０日 第10回ふれあい交流会（1班）
参加者16名・ボランティア21名
長谷川主任・見付主事

１０月 １５日 第13回洞爺湖町高齢者運動会
あぶた体育館
木村局長・長谷川主任

１０月
15日

～16日
災害ボランティアコーディネーター養成・資質向
上研修会

札幌市　　近藤主事

１０月 １６日
生活支援コーディネーターによる地域への入り
方・地域支え合いの見つけ方

札幌市　　見付主任

１０月 １６日
「平成30年７月豪雨災害」義援金募集に関する第
３回合同会議

洞爺湖町役場　木村局長

１０月 １６日 判定会議 さわやか　　長谷川主任

１０月 １７日 サービス担当者会議 石川生活相談員

１０月 １８日 コグニの集い
駅交流センター　参加者9名
見付主事・猪股第3層コーディネーター

１０月 １８日 ふれ愛クラブ食事ボランティア研修 食事ボランティア5名

１０月 １９日
第6回ふれ愛クラブ
（ふれあい交流会）

参加者18名・ボランティア17名・事務局

１０月 ２０日 とうやこケアネットワーク講演会
洞爺湖町役場
猪股係長・長谷川主任・見付主事

１０月 ２３日
第7回はつらつ楽習！
脳の健康教室

参加者9名・サポーター3名
見付主事・猪股第３層コーディネーター

１０月 ２４日 第10回ふれあい交流会（2班）
参加者18名・ボランティア18名
長谷川主任・見付主事

１０月
24日

～26日
洞爺中福祉体験学習

洞爺中３年生２人　教諭１人
石川生活相談員

１０月 ２５日 なかよしの家運営推進会議
グループホームなかよしの家
木村局長

１０月
29日

～30日
第2回胆振地区市町社協連絡協議会・第2回胆
振地区市町社協会長事務局長会議

観光ホテル　　木村局長

１０月 ３０日
第8回はつらつ楽習！
脳の健康教室

参加者9名・サポーター5名
見付主事・猪股第３層コーディネーター

１０月 ３０日
第2期洞爺湖町地域福祉実践計画第1回策定委
員会

さわやか　　委員6名　木村局長



事業名 内　　容

平成30年度　洞爺湖町社会福祉協議会　事業報告

実施日

１０月 ３０日 サービス担当者会議 石川生活相談員

１０月 ３１日 第11回ふれあい交流会（1班）
参加者19名・ボランティア20名
長谷川主任・見付主事

１１月 ２日 虻田高校　キャップ持参
さわやか　虻田高校生徒１名
木村局長

１１月 ５日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

１１月 ６日
第9回はつらつ楽習！
脳の健康教室

参加者10名・サポーター8名
見付主事

１１月 ６日 キャップ搬送 苫小牧市　長谷川主任

１１月 ７日 第11回ふれあい交流会（2班）
参加者17名・ボランティア21名
長谷川主任・見付主事

１１月 ７日
「平成30年北海道胆振東部地震」義援金募集に
関する第１回合同会議

洞爺湖町役場
大久保会長・木村局長・石川主任

１１月 ８日 三者連絡会議
さわやか
長谷川主任・見付主事

１１月 ９日 江差町生活支援コーディネーター来町 見付主任

１１月 １１日 同行援護従事者養成研修
苫小牧市民活動センター
武田サービス提供責任者・山賀サービス提供
責任者・船木訪問介護員

１１月 １３日 判定会議
さわやか
長谷川主任

１１月 １３日 サービス担当者会議 近藤生活相談員

１１月 １４日 第12回ふれあい交流会（1班）
参加者19名・ボランティア22名
長谷川主任・見付主事

１１月 １４日 全道社協事務局長会議 札幌市　木村局長

１１月 １５日 コグニの集い
駅交流センター　参加者8名
見付主事

１１月 １６日
自主企画事業団体活動視察
（ボランティア団体・絵本の玉手箱）

あぶた読書の家　石川主任

１１月 １６日 第13回洞爺湖町高齢者運動会反省会 洞爺湖町役場　木村局長

１１月 １９日 社協監査（第2四半期）
さわやか
木村局長・猪股係長

１１月 １９日 サロン活動実践者座談会
みんなのカフェ（ひじり在宅クリニック内）
参加者18名（8サロン）
長谷川主任・見付主事

１１月 １９日 ふれ愛クラブ食事ボランティア研修 食事ボランティア６名

１１月 ２０日
第７回ふれ愛クラブ
（ふれあい交流会）

参加者14名・ボランティア19名・事務局

１１月 ２０日
第10回はつらつ楽習！
脳の健康教室

参加者12名・サポーター4名
見付主事・猪股第３層コーディネーター

１１月 ２１日 第12回ふれあい交流会（2班）
参加者16名・ボランティア19名
長谷川主任・見付主事

１１月 ２６日
第2期洞爺湖町地域福祉実践計画第2回策定委
員会

さわやか　　委員6名
木村局長



事業名 内　　容

平成30年度　洞爺湖町社会福祉協議会　事業報告

実施日

１１月 ２６日 サービス担当者会議 近藤生活相談員

１１月 ２７日
第11回はつらつ学習！
脳の健康教室

参加者11名・サポーター4名
見付主事

１１月 ２７日 ウィメンズネットワーク洞爺湖主催「防災研修会」
洞爺湖町役場
石川主任・見付主事

１１月 ２８日 第13回ふれあい交流会（1班）
参加者16名・ボランティア22名
長谷川主任・見付主事

１１月 ２８日 第2回洞爺湖町地域自殺対策計画策定委員会 洞爺湖町役場　猪股係長

１１月 ２８日 介護保険施設等指導監査に係る集団指導
苫小牧市民会館
近藤生活相談員・武田サービス提供責任者

１１月 ２９日 ゼンリン地図システム説明
さわやか
木村局長・長谷川主任・見付主事

１１月 ２９日 サービス担当者会議 近藤生活相談員

１１月 ３０日 第4回ふる里の丘運営推進会議
ふる里の丘総合福祉館
木村局長

１１月 ３０日
第8回ふれ愛クラブ・給食試食会
（ふれあい交流会）

参加者10名・ボランティア10名・事務局

１２月 ３日 社会福祉法人に係る指導監査
さわやか
木村局長・猪股係長

１２月 ４日
第12回はつらつ楽習！
脳の健康教室

参加者11名・サポーター6名
見付主事・猪股第３層コーディネーター

１２月 ５日 第13回ふれあい交流会（2班）
参加者14名・ボランティア22名
長谷川主任・見付主事

１２月 ６日 第3回社協理事会

さわやか
　大久保会長・副会長1名・理事10名
　監事2名・局長・猪股係長・佐藤事務員

報告第１２号　監査報告
報告第１３号　職務執行状況の報告について
議案第１０号　地域歳末助け合い運動の配分
　　　　　　　　　について
議案第１１号　洞爺湖町社会福祉協議会
　　　　　　　　　一般会計補正予算（第2号）
　　　　　　　　　について
議案第12号　平成３０年度第２回社協評議員
　　　　　　　　　会の招集について

１２月 ６日
島牧村社会福祉協議会来庁
※有償ボランティア事業について

さわやか
木村局長・長谷川主任

１２月 １０日 とうやこケアネットワーク第４回協議会
さわやか
長谷川主任・見付主事

１２月 １１日
第13回はつらつ楽習！
脳の健康教室

参加者11名・サポーター5名
見付主事

１２月 １１日 判定会議 さわやか　長谷川主任

１２月 １２日 ふれあい交流会意見交換会
北海ホテル　ボランティア24名
木村局長・石川主任・長谷川主任・見付主事

１２月 １２日
第9回ふれ愛クラブ
（ふれあい交流会）

参加者12名・ボランティア16名・事務局

１２月 １７日
第2回洞爺湖町ボランティアセンター運営委員会
兼協議体会議

さわやか　　委員兼協議体メンバー7名
木村局長・長谷川主任・見付主事



事業名 内　　容

平成30年度　洞爺湖町社会福祉協議会　事業報告

実施日

１２月 １８日
第14回はつらつ楽習！
脳の健康教室

参加者11名・サポーター5名
見付主事

１２月 ２０日 第2回社協評議員会

さわやか
　大久保会長・副会長1名・評議員18名
　監事1名・局長・猪股係長

報告第２号　監査報告
議案第７号　地域歳末助け合い運動の配分
　　　　　　　　について
議案第８号　平成30年度一般会計補正予算
　　　　　　　　（第2号）について

１２月 ２０日 コグニの集い
駅交流センター　参加者8名
見付主事

１２月 ２１日 第3回洞爺湖町地域自殺対策策定委員会 洞爺湖町役場　木村局長

１２月 ２１日
第４回洞爺湖町非核平和の町宣言10周年記念
事業検討会

洞爺湖町役場　木村局長

１２月 ２５日 なかよしの家運営推進会議 グループホームなかよしの家　　木村局長

１２月 ２５日
第15回はつらつ楽習！
脳の健康教室

参加者10名・サポーター8名
見付主事・猪股第３層コーディネーター

１２月 ２５日 サービス担当者会議 近藤生活相談員・武田サービス提供責任者

１２月 ２６日
「平成３０年北海道胆振東部地震」義援金募集に
関する第２回合同会議

洞爺湖町役場
大久保会長・木村局長

１２月 ２６日 洞爺湖町福祉有償運送運営会議 洞爺湖町役場　　大久保会長

１２月 ２７日 ライオンズクラブ寄付金品贈呈
さわやか　ライオンズクラブ3名
大久保会長・木村局長

1月 8日
第１６回はつらつ楽習！
脳の健康教室

参加者１０名・サポーター４名
見付主事・猪股第３層コーディネーター

1月 9日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

1月 10日 三者連絡会議
さわやか　健康福祉課2名・包括支援センター2名
長谷川主任・見付主事

1月 15日
第１７回はつらつ楽習！
脳の健康教室

さわやか　参加者11名・サポーター4名
見付主事・猪股第3層コーディネーター

1月 15日 判定会議 さわやか　長谷川主任

1月 17日 コグニの集い
駅交流センター　参加者8名
見付主事・猪股第3層コーディネーター

1月 17日 サービス担当者会議 近藤生活相談員

1月 17日 第5回ふる里の丘運営推進会議 ふる里の丘総合福祉館　木村局長

1月 17日 第2回洞爺湖町地域公共交通活性化協議会 洞爺湖町役場　木村局長

1月 19日 サービス担当者会議 近藤生活相談員

1月 21日 サービス担当者会議 近藤生活相談員

1月 22日
第18回はつらつ楽習！
脳の健康教室

さわやか　参加者10名・サポーター5名
見付主事・猪股第3層コーディネーター



事業名 内　　容

平成30年度　洞爺湖町社会福祉協議会　事業報告

実施日

1月 22日
第10回ふれ愛クラブ
（ふれあい交流会　　新年会）

参加者12名・ボランティア19名
佐藤事務員

1月 25日
第2期洞爺湖町地域福祉実践計画策定委員会
第3回策定委員会

さわやか　木村局長

1月 25日 臨時判定会議 さわやか　長谷川主任

1月 28日 手助け隊座談会
さわやか　手助け隊協力者14名
木村局長・長谷川主任・見付主事

1月 28日 職員採用試験
さわやか　会長・副会長2名・木村局長
受験者4名

1月 29日  第19回はつらつ楽習！脳の健康教室
さわやか　参加者10名・サポーター4名
見付主事・猪股第3層コーディネーター

1月 30日 社協監査（第3四半期） 木村局長・猪股係長

2月 1日 サービス担当者会議 近藤生活相談員

2月 5日
第20回はつらつ楽習！
脳の健康教室

さわやか　参加者10名・サポーター4名
見付主事・猪股第3層コーディネーター

2月 8日 サービス担当者会議 近藤生活相談員

2月 11日 ふれあい交流会新年会
さわやか　参加者33名　　ボランティア8名
木村局長・長谷川主任・見付主事

2月 12日 サービス担当者会議 近藤生活相談員

2月 12日
第21回はつらつ楽習！
脳の健康教室

さわやか　参加者6名・サポーター6名
見付主事・猪股第3層コーディネーター

2月 13日 ふれ愛クラブ食事ボランティア研修 食事ボランティア5名

2月 14日
第11回ふれ愛クラブ
（ふれあい交流会）

参加者16名・ボランティア19名
佐藤事務員

2月 14日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

2月 18日 新規採用職員辞令交付
さわやか
大久保会長・木村局長・片岸主事

2月 19日
第22回はつらつ楽習！
脳の健康教室

さわやか　参加者11名・サポーター4名
見付主事・片岸主事・猪股第3層コーディネーター

2月 19日 サービス担当者会議 近藤生活相談員

2月 19日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

2月 21日 コグニの集い
さわやか　参加者名10
見付主事・猪股第3層コーディネーター

2月 22日 交通安全自主研修会 観光ホテル　木村局長

2月 22日 サービス担当者会議 近藤生活相談員

2月 23日 アクティブな暮らしのはじめ方 室蘭市　見付主事

2月 25日 なかよしの家運営推進会議 なかよしの家　木村局長

2月 25日
第2期洞爺湖町地域福祉実践計画策定委員会
第4回策定委員会

さわやか　木村局長



事業名 内　　容

平成30年度　洞爺湖町社会福祉協議会　事業報告

実施日

2月 26日
はつらつ楽習！
脳の健康教室修了式

さわやか　参加者11名・サポーター8名
見付主事・片岸主事・猪股第3層コーディネー
ター

2月 27日 サービス担当者会議 近藤生活相談員

3月 1日
平成30年度北海道生活支援コーディネーター養
成研修フォローアップ編

札幌市　見付主事

3月 8日 サービス担当者会議 近藤生活相談員

3月 12日 判定会義 さわやか　長谷川主任

3月 13日 サービス担当者会議 近藤生活相談員

3月 12日 第４回社協理事会

さわやか
大久保会長・副会長1名・理事5名・監事2名
局長・猪股係長・佐藤事務員

報告第14号　監査報告
報告第15号　職務執行状況の報告につい
　　　　　　　　て
報告第16号　専決事項（洞爺湖町社会福祉
　　　　　　　　協議会職員給与規程の一部改
　　　　　　　　正）
議案第13号　洞爺湖町社会福祉協議会定
　　　　　　　　款の一部改正について
議案第14号　洞爺湖町社会福祉協議会定
　　　　　　　　款最速の一部改正について
議案第15号　平成29年度決算に関する附属
　　　　　　　　明細書について
議案第16号　洞爺湖町社会福祉協議会一
　　　　　　　　般会計補正予算（第3号）につ
　　　　　　　　いて
議案第17号　洞爺湖町社会福祉協議会嘱
　　　　　　　　託及び臨時職員規程の一部
　　　　　　　　改正について
議案第18号　平成31年度事業計画（案）に
　　　　　　　　ついて
議案第19号　平成31年度一般会計収支予
                   算（案）について
議案第20号　平成30年度第3回社協評議員
　　　　　　　　会の招集について

3月 14日 コグニの集い
さわやか　参加者13名
見付主事・猪股第3層コーディネーター

3月 14日
第12回ふれ愛クラブ
（ふれあい交流会）・意見交換会

参加者16名・ボランティア1８名・佐藤事務員

3月 14日 第6回ふる里の丘運営推進会議 総合福祉館　木村局長

3月 15日 平成30年度ボランティア研修会
さわやか　参加者４４名
木村局長・長谷川主任・見付主事・佐藤事務員

3月 15日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

3月 15日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者



事業名 内　　容

平成30年度　洞爺湖町社会福祉協議会　事業報告

実施日

3月 19日 サービス担当者会議 武田サービス提供責任者

3月 19日 第4回洞爺湖町地域自殺対策計画策定委員会 洞爺湖町役場　木村局長

3月 22日
平成30年度胆振地区災害ボランティア組織連絡
会議

室蘭プリンス　猪股係長

3月 26日 第３回評議員会

さわやか
大久保会長・副会長1名・評議員16名・
監事1名
局長・猪股係長・佐藤事務員

報告第　3号　監査報告
議案第　9号　洞爺湖町社会福祉協議会定
　　　　　　　　 款の一部改正について
議案第10号　洞爺湖町社会福祉協議会定
                   款細則の 一部改正について
議案第11号　平成29年度決算に関する附属
                   明細書について
議案第12号　洞爺湖町社会福祉協議会一
                   般会計補正予算（第3号）につ
                   いて
議案第13号　洞爺湖町社会福祉協議会嘱
                   託及び臨時職員規程の一部
                   改正について
議案第14号　平成31年度事業計画（案）に
                   ついて
議案第15号　平成31年度一般会計収支予
                   算（案）について

3月 27日 グループホーム雅の郷苦情処理第三者委員会 グループホーム雅の郷　　局長

3月 29日 退職職員辞令交付式 さわやか　大久保会長・木村局長


